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3 年ぶりに開催します（「ハムのつどい」は中止します。） 

 
 去る 7 月 3 日（日）北見市パークゴルフ場を会場に、オホーツ

ク地方も気温上昇の中、会員８名の参加により 3 年ぶりの開催を行

いました。コロナの影響もあり、参加者は少人数でしたが感染防止

対策をしながら暑い汗で交流ができました。 

     

 ８J８HAM：第７回北海道ハムフェア特別記念局（6 月 18 日～9 月 18 日）（運用 4，245 局） 
 ― 運用設備：FT-991AS 出力 10W/FT-991AM 出力 50W ― 
  北海道のアマチュア無線の健全な発展と技術の向上を図るため各種の展示や講演、催事を行う

ことによって新たな楽しみ方の発見や無線家相互の交流と情報交換の場とするとともに、広く一般

の方々に無線の魅力と社会的有用性について、広報と成功を記念するため開設されました。 
 当支部での運用は 7 月 19 日に開始して 7 月 31 日に終了しました。短期間においても、交信延

べ局数は 4，245 局となり、多数のオペレーター皆さんの尽力とご協力により成果が上がりました。

ハイバンドのコンディションは散発的でしたが多少は楽しめました。 
交信頂いた各局、大変ありがとうございました。（JA8JXC 杉村吉一） 

 
（運用された JA8JXC 局からコメントをいただきました。JA8JXC 局大変ご苦労様でした。） 

 

第 49 回 オホーツク支部大会 

と き：令和 4 年 10 月 16 日（日） 
午後 1 時から 

ところ：北見芸術文化ホール 
    北見市泉町 1 丁目 2-22 

 ☏0157-31-0909 
問合せ：JA8YMD JARL 北見クラブ 
    JH8OHI 神田 薫  

☏0157-25-7300 
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人生のターニングポイント        

                               ＪＨ８ＸＩＺ  ： 原田 栄子 

  無線のなんたるかも知らず夫との付き合いで渋々無線のライセンスを取ったのが１９８０年の秋でした。    

 その頃のコンディションは最高で､海外の局も沢山聞こえました。とにかく英

語を話す人がすごく格好良く思え、いつかは自分もと思い、海外との交信の英

語のパターンのカードを作りパニックになった時のために発音のカナまで振

り、大胆にもカードをめくりながら海外とのＱＳＯにトライしました。悲しいかな分

からない言葉で話しかけられるとお手上げです。その都度、いろいろな方から

ブレイクが入り助けて下さいました。 

その後、日本ユニセフＨＡＭクラブのメンバーに入れて頂き、１９９３年よりバン

グラデシュ２回、ネパール４回訪れました。 

 Ｓ２１ＡＡと（バングラデシュ）    （Ｓ２１ＹＣ）、（９Ｎ１ＩＺ）のコールサインでオンエアしましたがヨーロッパからのパ

イルはすごかったです。ネパールではプライマリースクールの支援をしており援助資金、支援物資なども届けました。沢

山の子ども達に会えた事は嬉しかったです。 

          

 もう一つ私のＨＡＭライフの柱になったのはヨットのサポートネットに関わっ

たことです。北海道から初めてヨットで太平洋を渡った４人のクルーによる

「シーガル号」と出会い､毎日それを追いかけました。視野は一気に世界に

向かって広がり私も一緒に太平洋の島々を回っている気分でした。この時

はシーガル号の為のみのネットでした。「シーガルネット１５周年の集い」の 

時､初めてクルー、サポートメンバーとお会いしましたがその感激は言うまで

もありません。 

その後「シーガルネット」はオープンな形になり長距離航海のヨットが沢山チ 

ェックインするように成り、インターネットなどが無い時代、ヨットマン達にとって      ネパールの学校 （教室） 

燈台の様な存在でした。台風などの情報、他のヨットの動向、海外の港に入る手続きなどの情報交換、日本のニュース

なども楽しみだったようです。今ではインターネットを通じ必要な情報は簡単に入手できるように成りサポートネットの役割

は終わったようですが現在も陸上局のコミュニケーションの場として続いています。 

 

 私は５代目のコントローラーとして１０年ほ

どネットのまとめ役を引き受け（２０１４，６，２１）

に「シーガルネット３５年の集い」をもうけまし

た。名前だけの会長で良いと言う事でしたが

やはり重責だったと思います。日本のヨット

界で名の知れたヨットマン達が日本各地か

ら集まった他 サポーターとして有名な父島

の山田和子さん、そしてハワイから日系２世

のタカさん（ＫＨ６ＣＨ）と奥様モモエさんも 

         ホテル グランドパーク小樽          参加してくださり締めくくりにふさわしい内容の                            

充実した大きな集いになりました。 無線と出会った事が私にとって広がりの有る豊かな人生に成り、人付き合いの苦手

だった性格まで変わりました。無線との出合いは私の人生の大きなターニンポイントとなったようです。 
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第４6 回オホーツクコンテスト

は７月１６日から１７日にかけて

実施されました。管内の会員は

減少していますが、コンテストに

はすべての部門にわたり、管内、

管外から１７３局（昨年は１５５局）

からのログ提出がありました。同

日に他県のコンテストと重なる

状況にありましたが、１局との交

信でも多くの応募が多くありまし

た。ここ数年は参加局数が少な

くて残念！の声もありましたが、当

支部局長さん方の都合もあるこ

とから、やむを得ないことと思い

ます。今回もコンテストへの初参

加者や、数年間連続で参加され

ている局もありました。また、「開

催時間を短縮しては」のご意見、

「1.9MHｚの追加を」のご要望がありました。２年経っても新型コロナウイルス感染が依

然として収束せず、感染防止対策が講じられる中でも全国局長さんたちからは昨年

を超えるサマリーシート提出がありました。 

 
●参加局数少ないです。HF 帯探し大変でした。【JM１WBZ、JA2HUV、JF1GZZ、７K1JFM】 

●楽しく参加できました。【JA1JUR、JA9XAT、JA6EOD、JO1PZR、JA2UNS、JA2MIO、

JM7JHI】 ●参加各局交信ありがとうございました。来年も宜しくお願いします。【JE2KYI、

JE2CPI、JR0AZO、JA2CJE、JM7GTK、JA8KGG、JR3KGM、JR2WLQ、JG1CFO、JE8TRU】 

●短い時間でしたが楽しめました。【JJ1JVC、JA0JHQ、７N4EJM、JM6EKY、JE6TUP】 ●12

回目の参加です。【JR3AAZ】 ●21MHz寂しいQSOでした。【JI1NZA】●次回も楽しみに頑張

りたいです。【JO3UCS、JK1VMC、JG2KGS、JH8CXW、JH8XTE、７K1FRM、JA7ERJ、JR3OWV、JG1GCO】 ●昨年の倍のQSOでき

ました【JH0IGG】 ●昨年と同じ３局とだけＱＳＯできました。【JL1EEF】 ●開催時間 27 時間は長い、短時間開催で。【JR6CSY、

JL1EEF】 ●初めて参加しました。【JG7CRR】 ●他のコンテストと重なりました。【JH4JUK、JA1WSE】●何局かCQあり参
加しました。【JM4KHC】 ●コンデションBF,次回楽しみに。【JE5EUT、JR5PPN】 ●満足度100％FBコンテストでした。【JA1GTF】 

●オール５と重なり QSO できず。【JA7ACV、JH6WKF】 ●CW が好きです。でも QRP の方がもっと好きです。【JG1BGT】 ●７MHｚ

は呼べども応答なく残念。【JＨ７ＫＳＵ】 ●やっと１局交信できました。【JＡ６ＦＸＬ、ＪＨ７ＯＵＭ】 ●オホーツクコンテスト初参加です。

【８Ｎ１ＮＴＴ】 ●8エリア聞こえて良かったです。【JＬ４ＣＵＮ】 ●1,9ＭＨｚバンドも追加してください。【JＡ０ＩＢＭ、ＪＨ８ＦＩＨ】 ●今年は

アンテナの不調で 28 メガの運用ができませんでした。【JＡ８ＹＰＧ】 ●ハイバンドのオープンが今一つでしたが、ローバンドで沢山

交信していただきありがとうございました。【JＨ８ＦＩＨ】 ●何とか E スポで２局と交信できました。【JA1ATM】 ●１４MHｚは１局聞こえ

ていました。【JＡ４ＧＸＳ】 ●特別賞狙い明らか！【ＪＥ１ＡＬＡ】 ●昨年は１局、今年は倍の２局でした。【ＪＡ８ＩＢＵ】 

管 外 入 賞 局 

部 門 
順

位 
コールサイン 得点 

３，５MＨｚ 1 ＪＡ３AAZ  8 

 

７MＨｚ 

 

1 ＪH７KSU 21 

2 ＪJ２QXI 20 

3 ＪM２RUV 12 

１４MHｚ  
1 ＪＩ７ＦＢＭ 12 

2 ＪＬ１ＥＥＦ 6 

２１MＨｚ 
1 ＪＡ１ＱＸＣ 20 

2 ＪＭ１ＷＢＰ 20 

２８MＨｚ 
1 JA４ＲＳＩ 9 

2 ＪＥ１ＡＬＡ 4     

      

５０MＨｚ 

 

1 JＲ３ＯＷＶ 20 

2 ＪＲ３ＤＶＶ 4 

3 ＪＦ２ＥＲＨ 4 

 マルチ  

電信 

1 JG６JAV 112 

2 JA４MRL 84 

3 JＪ１ＪＶＣ 77  

4 JR２AWS 70  

5 JA０JHQ 60  

6 JA３JM 60 

マルチ   

電信電話 

 

1 JG１CFO 450 

2 JR２MIO 270 

3 JA７ERJ 154 

マルチオ

ペレー 
1 ８N１NTT 90 

SWL 1 TA６―７８５９ 24 

管 内 入 賞 局 

部 門 順位 コールサイン 得 点 運用地 

3.5ＭＨｚ 1 JH８DIV 16 斜里町 

７ＭＨｚ 1 ＪＦ８ＣＵＨ 4，692 遠軽町 

１４ＭＨｚ 1 ＪＨ８ＲＪＳ 1,485 遠軽町 

２１MＨｚ 
1 JH８GSV 840 美幌町 

2 ＪＲ８ＳＵＢ 390 網走市 

 ２８MＨｚ 1 ＪＭ８ＨＵＤ 170 湧別町 

 ５０ＭＨｚ 1 ＪE８CZT 2，240 遠軽町 

 144MHｚ 
1 JJ８VXR/8 190 清里町 

2 JM８QWL 6 北見市 

マルチ電信 
1 ＪＡ８ＪＸＣ 65，736 北見市 

2 ＪH８FIH 7，475 紋別市 

マルチ  

電信電話 

1 ＪＲ８ＳＵＣ 5、800 網走市 

  2 ＪＨ８ＤＢＪ 5、494 北見市 

マルチオペ

レータ- 
1 ＪＡ８ＹＰＧ 35，420 紋別市 

 



１．実行委員長挨拶　 登録番号 代表者 連絡先

　科　目 　決算額 　科　目 　予算額

前期繰越 88,063 前期繰越 107.149 役職 氏　　名 コールサイン

　支部費 148,540 　支部費 61,550

　利　息 0 　利　息

　計 236,603 　計 168.699 総務幹事 小山　穂積 JI８PTP

会計幹事 増子　麗子 ＪＩ８ＴＸＦ 北見市

　科　目 決算額 　科　目 予算額　 幹　　　事 杉村　吉一 JA８JXC

　会議費 27,661 　会議費 40,000 幹　　　事 土屋　正幸 ＪＲ８ＩＶＳ

　催物費 0 　催物費 30,000 地区幹事 神田　　薫 JH８OHI

　通信費 26,584 　通信費 15,000 地区幹事 品田　敏和 JR８SUB 網走市

　交通費 0 交通費 0 地区幹事 菅原　裕泰 JE８CGG

消耗品費 10,249 消耗品費 10,000 地区幹事 秋保　守邦 JH８DMA

　印刷費 30,800 印刷費 35,000 地区幹事 山田　吉光 JH８DIV

コンテスト費 34,160 コンテスト費 30,000 地区幹事 田中　四郎 JR８LPK

　雑　費 0 　雑　費 8,699 監査指導委員
長 公平　和彦 JL８ENK

　計 129,454 　計 168.699 監査指導委員 杉村　吉一 JA８JXC 北見市

差引：〔収入〕　236，603円-〔支出〕129，454円

  7/3　 第44回野外ミーティング（北見）

　7/19  ８J8HAM北海道ハムフェア

　9/    監査委員会がいだんす-８局運用

10/　 　8Ｊ8CLN 電波環境クリーン特別局

10/3　 オホーツク支部報69号発行

10/16　支部役員・登録クラブ代表者会議

10/16　第49回オホーツク支部大会

10/18　第31回ハムのつどい（中止）

  3/ 5　支部役員・登録クラブ代表者会議
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令和４年度　ＪＡＲＬオホーツク支部大会日程

01Ｃ-1-
9

01Ｃ-1-
16

備　　　　　　考

紋別ハムクラブ
（ＪＡ８ＺＬＸ）

知床ハムクラブ
（ＪＡ８ＹＥＷ）

４．平成３年度決算

決　算 予　算

８．その他

（支出の部） （支出の部）

令和４年度

和田　祐蔵
（ＪＨ８ＧＳＶ）

  7/16　第46回オホーツクコンテスト～17日

　　＝　107，149円〔次年度繰越〕

（収入の部）

令和３年度

ＪＡＲＬ美幌アマチュア
無線クラブ

令和４年度事業

窪田　信祐
（ＪＡ８ＴＯＳ）

 

７．第４６回オホーツクコンテスト表彰式

山田　吉光
（ＪＨ８ＤＩＶ）

東条　　勉
（ＪＡ８ＣＦＬ）

６．令和４年度事業報告

津別アマチュア無線クラブ

(収入の部）

２．支部長挨拶

ＪＡＲＬ美幌アマチュア
無線クラブ

（ＪＡ８ＹＱＲ）

神田　　薫
（ＪＨ８ＯＨＩ）

秋保　守邦
（ＪＨ８ＤＭＡ）

ＪＡＲＬ北見クラブ
（ＪＡ８ＹＭＤ）３．来賓挨拶

５．令和４年度予算

ＪＡＲＬ登録クラブ

01Ｃ-1-
2

01Ｃ-1-
3

01Ｃ-1-
6

クラブ名

北見市・特別局

武山　俊一
（ＪＥ８ＵＥＫ）

北見市  ji8ptp@jarl.com

小山　穂積
（ＪＩ８ＰＴＰ）

津別アマチュア
無線クラブ
（ＪＡ８ＹＪＪ）

支 部 長 津別町 ja8tos@jarl.comJA８TOS

（後　　記）

興部町・Ｗｅｂ

知床ハムクラブ

紋別ハムクラブ

ＪＡＲＬ北見クラブ

菅原　裕泰
（ＪＥ８ＣＧＧ）

窪田　信祐

窪田　信祐
（ＪＡ８ＴＯＳ）

令和４年度　支部役員

北見市・監査委員会

当支部のアマチュア局数が年々減少、また、無

線局員も年々年齢が高くなりました。

近年は災害も増え、無線局の必要性も高いものが

あります。無線局員同士の繋がりを大事にして支部

を盛り上げたいと思います。

コロナの拡大などにより、私たちのリスクも増えます。

支部の行事も実施できず、支部局員同士のグラン

ドアイボールもできず残念です。

皆さんもコロナなどに感染しない様に気を付けま

しょう。 ＜JA8TOS  窪田＞






